
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 メディキット株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7749 URL http://www.medikit.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中島 弘明

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理部門担当 （氏名） 森 保生 TEL 03-3839-8870
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月29日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 12,331 3.4 2,652 1.9 2,754 △8.0 1,608 △5.2

20年3月期 11,926 3.0 2,602 △6.6 2,995 △5.5 1,697 △6.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 1,718.97 ― 6.2 9.1 21.5
20年3月期 1,805.64 ― 6.8 10.3 21.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 30,824 26,459 85.8 28,274.57
20年3月期 29,600 25,336 85.6 27,074.60

（参考） 自己資本   21年3月期  26,459百万円 20年3月期  25,336百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,347 △8,879 △467 8,322
20年3月期 2,034 △1,555 △661 15,326

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 500.00 500.00 467 27.7 1.9
21年3月期 ― ― ― 500.00 500.00 467 29.1 1.8

22年3月期 
（予想）

― ― ― 500.00 500.00 27.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

6,394 5.2 1,391 8.6 1,428 6.1 761 8.7 814.23

通期 13,001 5.4 2,800 5.6 2,868 4.1 1,677 4.3 1,792.15



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注）詳細は21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 944,000株 20年3月期 944,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  8,212株 20年3月期  8,207株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 12,331 3.4 1,047 △27.3 1,456 △31.1 962 △28.0

20年3月期 11,926 3.0 1,440 △5.3 2,115 10.2 1,336 8.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 1,028.55 ―

20年3月期 1,422.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 25,860 22,369 86.5 23,904.29
20年3月期 25,420 21,886 86.1 23,388.44

（参考） 自己資本 21年3月期  22,369百万円 20年3月期  21,886百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する注記は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、５ページ「１.経営成績（３）次期の見通し」をご覧下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

6,394 5.2 536 △3.3 883 △4.0 566 △3.9 605.56

通期 13,001 5.4 1,056 0.9 1,424 △2.2 944 △1.9 1,009.11



(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国でのサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機、景気

 低迷により、大きな影響を受けました。加えて株価の低迷、円高の進行などにより、先行きが不透明な状況にあると

 いえます。 

  当社グループの属する医療関連業界におきましては、急激な国民医療費の増加を抑制し、より良質で効率的な医療

 を享受する制度を構築する、あるいは内外価格差の是正等を目的として医療制度改革が進展しております。この医療

 制度改革の進展に伴い、医療材料の償還価格の改定が定期的に実施されており、当社を含む医療機器関連業界におき

 ましては、引続き厳しい状況が続いております。  

  このような事業環境下で、当連結会計年度の売上高は12,331百万円（前年同期比3.4％増）、連結営業利益2,652 

 百万円（同1.9％増）となり、また営業外収益の保険解約返戻金がなくなったこと等により、連結経常利益は、 

  2,754百万円（同8.0％減）、連結当期純利益1,608百万円（同5.2％減）となりました。 

  当社の商品区分である品目別の売上高は以下のとおりです。 

  人工透析類におきましては、人工透析用留置針の販売価格の下落傾向は続いておりますが、国内外での販売数量の

 増加に伴い、5,401百万円（前期比2.1％増）となりました。静脈留置針類におきましては、当社の開発した止血弁付

 安全静脈留置針が引続き好調であり、2,334百万円（同18.9％増）となりました。アンギオ類におきましては、国内 

 での販売数量増加はあるものの販売単価は下落傾向にあり、また、海外での販売数量が減少した事等により、4,542 

 百万円（同1.2％減）となりました。  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比(以下前期末比という）1,224百万円増（4.1％増）の30,824百

万円となりました。流動資産は同1,274百万円増（6.3％増）の21,367百万円、固定資産は同50百万円減（0.5％減）

の9,457百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が6,992百万円、受取手形及び売掛金が146百万円増加し、有価証券が

5,996百万円減少したことによるものです。 

 固定資産のうち有形固定資産は、同17百万円増（0.2％増）の7,982百万円となりました。この増加の主な要因は、

建物及び構築物、機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品の償却がありましたが、土地等の取得が上回ったことに

よるものです。無形固定資産は、同44百万円減（21.9％減）の159百万円となりました。この減少の主な要因は、ソ

フトウェアの償却によるものです。投資その他の資産は、同23百万円減（1.7％減）の1,315百万円となりました。こ

の減少の主な要因は、投資有価証券の減少によるものです。 

  当連結会計年度末の負債合計は、前期末比101百万円増（2.4％増）の4,365百万円となりました。流動負債は同34

百万円増（1.4％増）の2,457百万円、固定負債は同67百万円増（3.7％増）の1,908百万円となりました。 

 流動負債増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が54百万円減少したものの、その他流動負債が増加したこと等に

よるものです。 

 固定負債増加の主な要因は、役員退職慰労引当金の増加によるものです。 

 当連結会計年度末の純資産は、前期末比1,122百万円増（4.4％増）の26,459百万円となりました。主な要因は、利

益剰余金が当期純利益などによって1,140百万円増加したことによるものです。その他有価証券評価差額金は、前期

末比19百万円減少して、2百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は前期末比0.2ポイント増の85.8％となりました。 

  

１．経営成績

区分 
平成21年３月期 

（千円） 

平成20年３月期 

（千円） 

増減率 

（％） 

 人工透析類  5,401,555  5,288,206  2.1

 静脈留置針（麻酔）類  2,334,904  1,963,696  18.9

 アンギオ類  4,542,286  4,599,127  △1.2

 その他  52,294  75,156  △30.4

 計  12,331,041  11,926,186  3.4



②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、8,322百万円となり前連結会計

年度末に比べ7,003百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は2,347百万円（前年同期比15.4％増）となりました。内訳の主なものは、税金等調

整前当期純利益の2,762百万円と、法人税等の支払1,172百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は8,879百万円（前年同期比470.8％増）となりました。これは主に、預入期間が３か

月を超える定期預金の預入による純支出8,000百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は467百万円（前連結会計年度は661百万円の使用）となりました。内訳は、主に配当

金の支払額であります。 

   （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお 

    ります。 

（注５）平成17年３月期期末以前の時価ベースの自己資本比率は、当社株式が非上場のため記載しておりません。 

  

   平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）   79.8  84.2  85.2  85.6  85.8

時価ベースの自己資本

比率（％） 
―  105.2  86.7  67.3  46.7

キャシュ・フロー対有

利子負債比率（％） 
 70.5  29.9  34.5  28.6  25.9

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
 68.1  85.8  121.6  153.3  160.2



(3）次期の見通し 

 国内マーケットにおきましては、昨年４月に保険償還価格の改定が行われ市場価格は下落傾向にあり、今後も引続き

厳しい状況が続く見通しであります。当社グループといたしましては、医療現場でのニーズを的確に把握した新製品を

開発、上市する事により、商品の差別化を推進していく予定であります。また、製造会社におきましては原価低減を推

進し、効率的な製造体制を構築するよう努めてまいります。次期の業績予想につきましては、連結売上高13,001百万円

（前年同期比5.4％増）、連結営業利益2,800百万円（同5.6％増）、連結経常利益2,868百万円（同4.1％増）、連結当

期純利益1,677百万円（同4.3％増）を計画しております。 

  (4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題の一つと位置付け、長期的な安定配当に努

めるとともに、機動的・戦略的な投資に備える内部留保の確保を基本方針としております。内部留保金につきまして

は、新製品・新事業の開発等に有効活用し、中長期的な収益の向上と、さらなる企業価値の増大に役立ててまいりま

す。 

 自己株式の取得につきましては、経営環境等の変化に対応する事を目的として、その必要性、株価水準を勘案して

適宜実施するものといたします。 

 なお、当期の配当金につきましては、普通配当として1株当たり500円を予定しております。また、次期の配当金に

つきましては、期末に500円を予定しております。 

  

区分 
平成21年３月期 

（百万円） 

平成22年３月期 

（計画） 

（百万円） 

増減率 

（％） 

 人工透析類  5,401  5,500  1.8

 静脈留置針（麻酔）類  2,334  2,788  19.4

 アンギオ類  4,542  4,713  3.8

 その他  52 ― ― 

 計  12,331  13,001  5.4



(5）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結

会計年度末現在において当社が判断したものであります。 

①医療制度改革について 

 医療を取り巻く環境は、急速な少子高齢化や医療技術の進歩等といった大きな変化をしており、厚生労働省によっ

て行われている医療制度改革は、こうした環境の変化に対応するための医療制度構築を目指しております。このよう

な医療制度改革の一環として、平成12年以降、厚生労働省が定める特定保険医療材料の償還価格の改定が段階的に実

施されております。この改定によって、保険償還価格は全体として低下傾向にあり、これに連動する医療機器販売業

者が医療機関に対して販売する商品価格も低下傾向にあります。当社グループといたしましては、販売価格の低下に

対応すべく原価の低減や販売効率の改善を進めておりますが、十分に効果が現れない場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

②法的規制について 

 当社グループの行う医療機器の開発、製造及び販売は、薬事法により規制を受けております。薬事法に係る許認可

が認められなかった場合、既に取得している許認可が取り消された場合には、当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。なお、当社グループにおいて上記のような許認可が認められなかった事、取り消しを受けた事はあ

りません。 

③品質管理体制について 

 当社は、高度な技術を要する医療機器を取り扱う事から、社内において徹底した品質管理体制を確立しておりま

す。しかし、製品の製造や輸送段階等における不良品の発生や医療現場での適切でない取扱いが行われる可能性は、

完全に否定する事ができません。医療事故等が発生した場合には、製造物責任により、係争事件等に発展する可能性

があります。また、薬事法等により、関連する製品の回収責任が生じる可能性があります。このような場合、当社グ

ループの業績が影響を受ける可能性があります。 

④販売先の信用状況について 

 当社の販売経路は、病院への直接販売と医療機器販売業者への卸売販売の２つに分けられます。医療機器販売にお

ける販売価格の低下や競争激化の影響等により、これらの販売先の中には経営に厳しさを増してくる取引先が出てく

る可能性があります。当社といたしましては、売上債権の管理に留意しておりますが、販売先の信用状況が大幅に悪

化した場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

⑤特定製品への依存について 

 当社グループの製品は、人工透析類、静脈留置針（麻酔）類、アンギオ類、その他に区分されますが、主力製品で

あるハッピーキャスを中心とした人工透析関連製品の売上高が平成21年３月期において5,401,555千円と連結売上高

の43.8％を占めております。過度な価格競争による販売価格の低下等、当社グループ製品の競争力が著しく低下した

場合には、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性があります。 

⑥生産拠点の集中について 

 当社が販売している商品のほとんど全ては、当社の連結子会社である東郷メディキット㈱において開発・製造を行

っております。東郷メディキット㈱の主な製造工場は宮崎県日向市にあり、製造工場が台風や火災等の災害による被

害を受けた場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

⑦知的財産権について 

 当社グループは、製品の開発・製造・販売に関し、競争上の優位性を維持する観点から、知的財産権の確保に努め

ており、また、製商品に関連し得る他社の知的財産権の侵害防止に努めております。しかし、侵害の事実が発生した

場合、係争に発展する可能性があり、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

 当社グループは、アメリカ合衆国の企業により、平成20年11月、東京地方裁判所において特許権侵害訴訟を提起さ

れ係争中です。  

⑧技術革新への対応について 

 医療関連業界の技術進歩は著しく速く、企業が成長を続けるためには、新製品の研究開発が必須であります。当社

グループは、多様化、高度化する市場の変化や顧客ニーズに応える製品を研究開発し、提供することを基本としてお

りますが、今後検査及び治療方法を革新する新技術が開発された場合には、当社の提供する製品が陳腐化し、その結

果、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

⑨今後の事業展開について  

 当社の更なる成長には海外販売が重要であり、積極的に海外展開を行う方針であります。新たな市場における販売

ルートの確立を引き続き慎重に進めていく所存でありますが、海外環境の動向等により、海外事業が計画通りに展開

されない可能性があります。仮に、このような事態が発生した場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があ

ります。 



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（メディキット㈱）、子会社２社により構成されており、医療機

器の開発・製造・販売を業務としております。医療機器の製造は子会社である東郷メディキット㈱が行っており、当社

は東郷メディキット㈱より同製品を仕入れ、国内外ユーザーに販売しております。なお、当社グループの国際戦略製品

の生産拠点として、平成17年7月にベトナムに現地法人を設立しております。 

 当社グループは、主として血管・血液に関する分野の医療機器を取扱っており、品目別の主要製品は下表のとおりで

あります。人工透析類では人工透析用留置針を中心とした人工透析関連製品を扱い、当社の主要製品名はハッピーキャ

スであります。静脈留置針（麻酔）類に属する製品は輸血や輸液等に使用する製品であり、当社の主要製品名はスーパ

ーキャスであります。そして、アンギオ類に属する製品は、血管造影、血管内治療に用いる製品であります。主要製品

名はスーパーシースであります。 

  

［事業系統図］ 

 事業の系統図は次のとおりとなります。 

 
   

２．企業集団の状況

品目 区分 主要製品名 

 人工透析類  人工透析用留置針類  ハッピーキャス・ハッピーキャスCLｓ等  

 静脈留置針（麻酔）類  静脈留置針  スーパーキャス・スーパーキャス（安全機構付） 

 アンギオ類 

  

 イントロデューサー  スーパーシース・インサートシース等  

 血管造影用カテーテル  メディキット血管造影カテーテル  



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、社是に掲げた“創造、迅速、確実”をモットーとして、品質の高い製品を医療現場に提供し、

日々進歩する医療に対して提案できる企業であることを基本方針としております。この基本方針のもと、当社グルー

プは、健全なる企業の発展と企業価値の向上に努め、株主の皆様をはじめ医療関係者の方々の信頼を高めてまいりま

す。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、連結売上高、連結売上原価率、連結売上総利益（率）、連結経常利益（率）を重視しておりま

す。特に、販売会社である当社は、成長性の観点から売上高、連結子会社（製造会社）である東郷メディキット㈱

は、収益性の観点から売上原価、売上原価率を重視しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループの属する医療関連業界におきましては、国民医療費の増加を抑制する目的で医療制度改革が進展して

おります。この医療制度改革の進展により、医療機関をはじめとする業界全体のコストに対する意識を強め、更に、

効率化を推進しております。医療機器業界におきましても、今後もこの影響を受け、厳しい状況が続くものと予想さ

れます。また、平成17年４月より改正薬事法が施行され、医療における安全性の意識をより鮮明にし、同時に医療機

器の安全性に対する責任が明確化されております。こうした環境下で当社グループは、「効率と安全」をキーワード

として、中長期的な収益力の向上に努めて参ります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、上記の「効率と安全」をキーワードとして① 競争力のあるグループ体制の確立、② 安全性と新

商品開発、③ グローバルな事業展開を考え、業務を行っております。 

①競争力のあるグループ体制の確立 

 当社グループは、グループ間の連携が効率的な商品開発体制におけるひとつの課題と考えております。製造会社の研

究開発員を首都圏の営業所に配置し、営業担当者と共に大学病院等医療機関のニーズを探索しております。その中で把

握した研究課題につきましては、速やかに製造会社に伝え、開発期間の短縮化に取り組み、医師等との共同開発をスム

ーズに進めるよう心がけております。また、製造におきましては、当社グループの持つ技術を 大に発揮するための品

質管理とコスト管理を行い、競争力強化に努めております。 

 ②安全性と新商品開発 

 改正薬事法のポイントのひとつは、“安全性の確保”と考えられます。法令では、製品の有効性及び安全性を確保

し、品質を一定に保つため「適正な製造管理及び品質管理の確保（製造業者等の管理監督）」、「品質等に関する情報

及び品質不良等の処理」など、品質管理業務を適切に実施するために必要なシステムであるGQP

(Good Quality Practice)と、製品を製造販売した後に、安全管理情報（医療機器の品質・有効性及び安全性に関する

事項、その他の医療機器の適正な使用のために必要な情報）を収集し、検討し、必要な安全確保措置を講じるために必

要なシステムであるGVP（Good Vigilance Practice）の構築を要求しています。このように設計から市販後に至るまで

の管理を行う必要があります。当社グループは、品質保証・安全管理体制の整備を行い、安全性の確保に努めておりま

す。 

 また、医療機関における安全性といった観点から当社グループは、安全性を重視した商品の開発・販売を行っており

ます。医療事故防止といった観点からの商品開発は、医療機器製造における責務であり、より安全な製品を投入すべく

既存製品の改善・改良等を実施しております。 

③グローバルな事業展開 

 当社グループの販路は、国内向けを主力としておりますが、今後の海外展開を展望し、海外市場の動向を把握できる

体制、グローバルレベルでの開発力、商品力、販売力を備えた体制を確立する事を課題と考えております。 

 販売面におきましては、有力な販売提携先との連携を推進し、当社製品の拡販を目指しております。製造におきまし

ては、ベトナムに海外生産拠点を立上げ、コスト競争力強化に努めております。また、日向第二工場を建設し、部品・

製品の生産力の増強を行っております。  

３．経営方針



(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,829,244 15,822,236

受取手形及び売掛金 2,909,401 3,055,815

有価証券 5,996,898 －

金銭の信託 500,000 500,000

たな卸資産 1,534,087 －

商品及び製品 － 595,080

仕掛品 － 852,189

原材料及び貯蔵品 － 246,964

繰延税金資産 176,192 194,096

その他 147,182 101,216

貸倒引当金 △298 △310

流動資産合計 20,092,709 21,367,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,237,320 5,349,121

減価償却累計額 △2,187,732 △2,360,902

建物及び構築物（純額） 3,049,587 2,988,218

機械装置及び運搬具 5,241,719 ※1  5,396,496

減価償却累計額 △3,876,411 △4,265,912

機械装置及び運搬具（純額） 1,365,307 1,130,583

工具、器具及び備品 2,139,389 2,227,524

減価償却累計額 △986,897 △1,164,540

工具、器具及び備品（純額） 1,152,491 1,062,984

土地 ※1  1,974,652 ※1  2,575,440

建設仮勘定 422,553 224,901

有形固定資産合計 7,964,593 7,982,128

無形固定資産 204,074 159,407

投資その他の資産   

投資有価証券 523,212 487,200

長期貸付金 19,719 18,445

保険積立金 100,979 103,076

繰延税金資産 619,014 637,593

その他 76,370 69,729

貸倒引当金 △115 △99

投資その他の資産合計 1,339,180 1,315,945

固定資産合計 9,507,848 9,457,481

資産合計 29,600,557 30,824,770



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,263,237 1,208,661

未払法人税等 536,266 535,510

賞与引当金 263,616 268,848

その他 360,044 444,220

流動負債合計 2,423,164 2,457,240

固定負債   

退職給付引当金 339,191 337,101

役員退職慰労引当金 921,094 963,155

その他 580,882 608,265

固定負債合計 1,841,167 1,908,522

負債合計 4,264,332 4,365,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,250 1,241,250

資本剰余金 10,378,585 10,378,585

利益剰余金 13,876,016 15,016,718

自己株式 △190,344 △190,433

株主資本合計 25,305,507 26,446,120

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,772 2,859

為替換算調整勘定 7,945 10,028

評価・換算差額等合計 30,717 12,887

純資産合計 25,336,225 26,459,007

負債純資産合計 29,600,557 30,824,770



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,926,186 12,331,041

売上原価 ※2  6,416,639 ※2  6,718,548

売上総利益 5,509,547 5,612,493

販売費及び一般管理費 ※1  2,906,812 ※1  2,960,482

営業利益 2,602,735 2,652,010

営業外収益   

受取利息 68,825 87,310

受取配当金 10,137 8,235

保険解約返戻金 287,823 －

受取地代家賃 24,738 26,869

その他 36,599 43,318

営業外収益合計 428,124 165,732

営業外費用   

支払利息 13,435 13,942

為替差損 13,850 48,096

たな卸資産廃棄損 5,156 －

その他 2,581 932

営業外費用合計 35,023 62,971

経常利益 2,995,835 2,754,771

特別利益   

投資有価証券売却益 10,000 22

貸倒引当金戻入額 18 4

助成金収入 50,000 61,670

その他 573 3,074

特別利益合計 60,591 64,771

特別損失   

固定資産除却損 ※3  1,020 ※3  2,003

減損損失 ※4  6,021 －

固定資産圧縮損 50,000 50,326

その他 － 4,838

特別損失合計 57,041 57,168

税金等調整前当期純利益 2,999,384 2,762,374

法人税、住民税及び事業税 1,269,333 1,176,354

法人税等調整額 33,001 △22,578

法人税等合計 1,302,334 1,153,776

当期純利益 1,697,049 1,608,598



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,241,250 1,241,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,241,250 1,241,250

資本剰余金   

前期末残高 10,378,585 10,378,585

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,378,585 10,378,585

利益剰余金   

前期末残高 12,650,949 13,876,016

当期変動額   

剰余金の配当 △471,982 △467,896

当期純利益 1,697,049 1,608,598

当期変動額合計 1,225,067 1,140,701

当期末残高 13,876,016 15,016,718

自己株式   

前期末残高 △1,010 △190,344

当期変動額   

自己株式の取得 △189,334 △88

当期変動額合計 △189,334 △88

当期末残高 △190,344 △190,433

株主資本合計   

前期末残高 24,269,774 25,305,507

当期変動額   

剰余金の配当 △471,982 △467,896

当期純利益 1,697,049 1,608,598

自己株式の取得 △189,334 △88

当期変動額合計 1,035,733 1,140,613

当期末残高 25,305,507 26,446,120



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 104,915 22,772

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △82,143 △19,912

当期変動額合計 △82,143 △19,912

当期末残高 22,772 2,859

為替換算調整勘定   

前期末残高 7,127 7,945

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 817 2,082

当期変動額合計 817 2,082

当期末残高 7,945 10,028

評価・換算差額等合計   

前期末残高 112,043 30,717

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △81,325 △17,830

当期変動額合計 △81,325 △17,830

当期末残高 30,717 12,887

純資産合計   

前期末残高 24,381,817 25,336,225

当期変動額   

剰余金の配当 △471,982 △467,896

当期純利益 1,697,049 1,608,598

自己株式の取得 △189,334 △88

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △81,325 △17,830

当期変動額合計 954,407 1,122,782

当期末残高 25,336,225 26,459,007



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,999,384 2,762,374

減価償却費 803,498 860,162

投資有価証券売却損益（△は益） △10,000 △22

固定資産除売却損益（△は益） 447 △36

減損損失 6,021 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,800 △1,982

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,128 42,061

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,510 5,232

受取利息及び受取配当金 △78,962 △95,545

支払利息 13,435 13,942

助成金収入 △50,000 △61,670

固定資産圧縮損 50,000 50,326

保険解約損益（△は益） △287,823 －

売上債権の増減額（△は増加） △18,232 △148,270

たな卸資産の増減額（△は増加） △248,858 △168,851

仕入債務の増減額（△は減少） 161,005 10,650

その他 △47,559 187,943

小計 3,280,176 3,456,310

利息及び配当金の受取額 75,784 78,889

利息の支払額 △13,273 △14,653

法人税等の支払額 △1,308,533 △1,172,890

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,034,153 2,347,655

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △30,000 △13,000,000

定期預金の払戻による収入 30,000 5,000,000

有形固定資産の取得による支出 △2,241,162 △952,236

有形固定資産の売却による収入 52,297 18,602

無形固定資産の取得による支出 △86,604 △3,700

投資有価証券の売却による収入 110,000 113

長期貸付けによる支出 － △3,000

長期貸付金の回収による収入 4,489 4,274

保険積立金の積立による支出 △1,892 △1,892

保険積立金の解約による収入 559,116 －

差入保証金の差入による支出 △9,451 △2,865

差入保証金の回収による収入 10,342 2,208

助成金による収入 50,000 61,670

その他 △2,648 △2,536

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,555,513 △8,879,362



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △471,864 △467,620

自己株式の取得による支出 △189,334 △88

財務活動によるキャッシュ・フロー △661,198 △467,709

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,079 △4,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △183,638 △7,003,905

現金及び現金同等物の期首残高 15,509,781 15,326,142

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  15,326,142 ※1  8,322,236



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

  

(1）連結子会社の数 ２社  

 連結子会社の名称 

 東郷メディキット（株) 

 Medikit Vietnam Co.,Ltd. 

同左 

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち東郷メディキット㈱

の事業年度の末日は、連結決算日と一致

しております。       

また、連結子会社のうちMedikit  

Vietnam Co.,Ltd.の事業年度の末日は12

月31日であり、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結に必要な

調整を行っております。  

同左 

３．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

(イ）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

イ 有価証券 

(イ）満期保有目的の債券 

       同左 

  (ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づく時 

   価法（評価差額は全部純資産直入 

   法により処理し、売却原価は移動 

   平均法により算定）を採用してお 

   ります。 

(ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

時価のないもの 

同左 

  ロ たな卸資産 

商品・製品・仕掛品・原材料 

 総平均法による原価法を採用して

おります。 

ロ たな卸資産 

  主として総平均法による原価法（貸 

  借対照表価額は収益性の低下に基づく 

  簿価切下げの方法により算定）を採用 

  しております。  

 （会計方針の変更） 

   当社及び国内連結子会社は、当連結 

  会計年度より「棚卸資産の評価に関す 

  る会計基準」（企業会計基準第９号 

  平成18年７月５日公表分）を適用して 

  おります。 

   これにより、営業利益、経常利益及 

  び税金等調整前当期純利益は、それぞ 

  れ12,526千円減少しております。  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を、また、在外子会社は定額法を採用

しております。 

 （ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については定額法

によっております。） 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物 

  10年～47年 

機械装置及び運搬具，工具、器具及び

備品 

   ２年～15年 

イ 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を、また、在外子会社は定額法を採用

しております。 

 （ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については定額法

によっております。） 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物 

  10年～47年 

機械装置及び運搬具，工具、器具及び

備品 

   ２年～15年 

   （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

49,758千円減少しております。 

  

  （追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法 

の改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益がそれぞれ

23,641千円減少しております。 

 

  

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお自

社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

  

  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当 

 連結会計年度末における退職給付債務 

 及び年金資産の見込額に基づき計上し 

 ております。また、数理計算上の差異 

 については翌連結会計年度に一括して 

 費用処理することとしています。過去 

  勤務債務については、発生年度に一括 

 して費用処理することとしておりま 

 す。  

ハ 退職給付引当金 

同左 

  ニ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

――――――― 

(5）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっています。 

 消費税等の会計処理 

同左 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ケ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 



  

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――――――― (リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、  

 従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって 

 おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す 

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日 

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改 

 正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」 

 （企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日 

 本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30 

 日改正））を適用しております。また、リース取引開始 

 日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ 

 ース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係 

 る方法に準じた会計処理を適用しております。  

  なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関 

 する当面の取扱い）  

   当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在 

 外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応 

 報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

   これによる、連結財務諸表に与える影響はありませ 

 ん。   

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

        ―――――――   (連結貸借対照表） 

   「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 

   等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

   内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結 

     会計年度において、「たな卸資産」として掲記され 

     ていたものは、当連結会計年度から「商品及び製 

   品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記し 

   ております。なお、前連結会計年度の「たな卸資 

   産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材 

   料及び貯蔵品」は、それぞれ607,208千円、666,938

千円、259,940千円であります。   



  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 圧縮記帳 

    圧縮記帳により次の金額を取得価額から控除して 

 おります。 

    土地              50,000千円 

※１ 圧縮記帳 

    圧縮記帳により次の金額を取得価額から控除して 

 おります。 

    機械装置及び運搬具        50,326千円 

    土地              50,000千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料及び手当      792,668千円

賞与引当金繰入額        120,066千円

役員退職慰労引当金繰入額       46,208千円

退職給付費用       28,192千円

減価償却費      89,668千円

運賃及び荷造費 306,412千円

給料及び手当        809,641千円

賞与引当金繰入額         122,008千円

役員退職慰労引当金繰入額        42,061千円

退職給付費用         59,973千円

減価償却費          88,518千円

運賃及び荷造費       310,069千円

※２ 当期製造費用に含まれる研究開発費 

 151,815千円

※２ 当期製造費用に含まれる研究開発費 

    188,873千円

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運搬具     770千円

工具、器具及び備品     250千円

合計     1,020千円

機械装置及び運搬具        1,068千円

工具、器具及び備品 

ソフトウェア  

       807千円

127千円

合計          2,003千円

※４ 減損損失    ――――――― 

     当連結会計年度において、当社グループは以下の資

   産グループについて減損損失を計上しました。 

      

場所 用途 種類

東京都江戸川区 社宅 建物及び土地

  

    上記の社宅については、取得から相当の期間が経過

   しており老朽化が進んでいること、改修には相当の費

     用がかかることから、売却する方針が決定したため、

     遊休資産として認識いたしました。 

    これにより、当該資産の帳簿価額を回収可能価額ま

   で減額し、当該減少額6,021千円を減損損失として計 

     上しました。 

      なお、回収可能価額は正味売却価額により算定して

     おり、固定資産税評価額を基礎としております。 

     



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加8,171株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加8,160株、単元

未満株式の買取による増加11株であります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

      （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式  944,000  ―  ―  944,000

合計  944,000  ―  ―  944,000

自己株式                        

普通株式（注）  36  8,171  ―  8,207

合計  36  8,171  ―  8,207

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  471,982  500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

  
（決議）  

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  467,896 利益剰余金  500 平成20年３月31日 平成20年６月30日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加５株は、単元未満株式の買取による増加５株であります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

      （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

         次のとおり、決議を予定しております。 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式  944,000  －  －  944,000

合計  944,000  －  －  944,000

自己株式                        

普通株式（注）  8,207  5  －  8,212

合計  8,207  5  －  8,212

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  467,896  500 平成20年３月31日 平成20年６月30日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  467,894 利益剰余金  500 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 

   掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 

   掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定 8,829,244千円

有価証券 5,996,898  

金銭の信託 500,000  

現金及び現金同等物   15,326,142  

現金及び預金勘定  15,822,236千円

預入期間が３か月を超える 

定期預金 

 

△8,000,000

  

  

金銭の信託     500,000  

現金及び現金同等物   8,322,236  



   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

  

前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

（リース取引関係）

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの 

  

(1）国債・地方債等  5,996,898  5,996,980  81

合計  5,996,898  5,996,980  81

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式  29,921  56,052  26,130

小計  29,921  56,052  26,130

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1）株式  443,121  433,346  △9,774

小計  443,121  433,346  △9,774

合計   473,043  489,399  16,355

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 110,000  10,000  ― 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  非上場株式 
 33,813

  
１年以内
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

債券 

(1）国債・地方債等 
 6,000,000  ―  ―  ―

合計  6,000,000  ―  ―  ―



当連結会計年度（平成21年３月31日）  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式  29,921  46,963  17,041

小計  29,921  46,963  17,041

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1）株式  442,976  408,865  △34,111

小計  442,976  408,865  △34,111

合計   472,898  455,829  △17,069

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  非上場株式 
 31,371



     前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１日

    至 平成21年３月31日） 

    当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。  

  

１．採用している退職給付制度の概要 

２．退職給付債務に関する事項 

（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用に関する事項 

 （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「（1）勤務費用」に計上しております。 

  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付企業年金制度を

採用しております。 

 同左 

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円）  △868,625  △932,151

(2）年金資産（千円）  491,442  517,674

(3）未積立退職給付債務（千円）  △377,183  △414,476

(4）未認識数理計算上の差異（千円）  37,992  77,375

(5）退職給付引当金（千円）  △339,191  △337,101

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

退職給付費用（千円）  86,732  113,038

（内訳）            

(1）勤務費用（千円）  66,474  67,513

(2）利息費用（千円）  16,811  17,361

(3）期待運用収益（減算）（千円）  △9,296  △9,828

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円）  12,743  37,992

(5）過去勤務債務の費用処理額（千円）  －  －



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

    該当事項はありません。  

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2）割引率 2.0％ 同左 

(3）期待運用収益率 2.0％ 同左 

(4）数理計算上の差異の処理年数 １年 同左 

(5）過去勤務債務の処理年数  １年 同左 

（ストック・オプション等関係）



１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

（税効果会計関係）

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

繰延税金資産（流動） （千円） （千円） 

連結会社間未実現利益消去  12,295  13,761

未払事業税  45,698  54,131

賞与引当金繰入超過額  108,905  111,077

未払事業所税  292  292

その他  13,938  20,145

計  181,130  199,408

繰延税金資産（固定）            

役員退職慰労引当金  375,087  392,227

一括償却資産償却超過額  3,004  3,143

退職給付引当金超過額  140,553  139,287

会員権評価損否認額  36,211  36,908

投資有価証券評価損否認額  25,329  19,430

固定資産除却損否認額  4,886  4,886

連結子会社の欠損金  13,309  10,962

減損損失  26,967  23,930

その他  12,266  17,779

計  637,616  648,556

評価性引当額  △13,812  △10,962

繰延税金資産合計  804,935  837,002

繰延税金負債（流動）            

債権債務の相殺に伴う貸倒引当金の調整  4,566  5,312

計  4,566  5,312

繰延税金負債（固定）            

その他有価証券評価差額金  5,161  －

計  5,161  －

繰延税金負債合計  9,728  5,312

繰延税金資産の純額  795,206  831,689

 流動  176,192  194,096

 固定  619,014  637,593

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

  （％）   

法定実効税率  40.69   法定実効率と税効果会計適 

（調整）        用後の法人税等の負担率との 

留保金課税  0.68  差異が法定実効率の100分の５ 

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.31  以下であるため注記を省略し 

住民税均等割  0.82  ております。 

その他  0.92      

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.42      



 前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日）において、当連結グループは同一セグメントに属する医療機器の製造・販売を行ってお

り、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月1日 

至平成21年３月31日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメ

ントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

    前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至 

   平成21年３月31日） 

      海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

(追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、「連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者、役

員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社、及び当該会社の子会社」との間の取引が開示対象に追

加されております。 

  

関連当事者との取引  

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 該当事項はありません。 

  

   

    該当事項はありません。 

  

  

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

（企業結合等）



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額       27,074.60円

１株当たり当期純利益金額         1,805.64円

１株当たり純資産額   28,274.57円

１株当たり当期純利益金額        1,718.97円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円）  1,697,049  1,608,598

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,697,049  1,608,598

期中平均株式数（千株）  939  935

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,920,206 10,272,205

受取手形 1,242,767 1,264,179

売掛金 1,666,633 1,791,635

有価証券 4,997,199 －

金銭の信託 500,000 500,000

商品 161,526 －

商品及び製品 － 160,061

前払費用 20,926 19,995

未収入金 40,962 48,642

繰延税金資産 87,453 62,029

その他 2,142 16,235

貸倒引当金 △294 △309

流動資産合計 13,639,524 14,134,677

固定資産   

有形固定資産   

建物 768,579 762,352

減価償却累計額 △292,000 △308,501

建物（純額） 476,578 453,851

構築物 3,674 3,674

減価償却累計額 △2,733 △2,861

構築物（純額） 940 812

車両運搬具 9,260 9,260

減価償却累計額 △7,533 △8,083

車両運搬具（純額） 1,726 1,176

工具、器具及び備品 574,952 572,173

減価償却累計額 △33,887 △32,892

工具、器具及び備品（純額） 541,065 539,281

土地 679,809 670,057

有形固定資産合計 1,700,121 1,665,178

無形固定資産   

ソフトウエア 90,936 69,096

その他 7,423 7,423

無形固定資産合計 98,359 76,519

投資その他の資産   

投資有価証券 161,172 140,934

関係会社株式 9,215,835 9,215,835

出資金 20 20

従業員に対する長期貸付金 5,448 6,188



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

破産更生債権等 0 －

長期前払費用 1,025 －

差入保証金 48,990 48,655

保険積立金 100,979 103,076

繰延税金資産 432,890 455,254

その他 15,825 14,550

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 9,982,185 9,984,512

固定資産合計 11,780,665 11,726,211

資産合計 25,420,190 25,860,888

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,150 2,295

買掛金 ※1  1,281,078 ※1  1,569,013

未払金 18,968 16,817

未払費用 87,883 84,727

未払法人税等 447,601 59,525

未払消費税等 25,973 －

前受金 2,438 2,570

預り金 9,273 9,622

賞与引当金 107,438 108,515

流動負債合計 1,982,803 1,853,087

固定負債   

退職給付引当金 76,666 97,471

役員退職慰労引当金 893,100 932,720

長期預り金 580,882 608,265

固定負債合計 1,550,648 1,638,456

負債合計 3,533,452 3,491,544

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,250 1,241,250

資本剰余金   

資本準備金 10,378,585 10,378,585

資本剰余金合計 10,378,585 10,378,585

利益剰余金   

利益準備金 45,375 45,375

その他利益剰余金   

別途積立金 8,500,000 9,300,000

繰越利益剰余金 1,905,269 1,599,881

利益剰余金合計 10,450,644 10,945,256



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

自己株式 △190,344 △190,433

株主資本合計 21,880,135 22,374,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,602 △5,314

評価・換算差額等合計 6,602 △5,314

純資産合計 21,886,737 22,369,343

負債純資産合計 25,420,190 25,860,888



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,926,186 12,331,041

売上原価   

商品期首たな卸高 364,441 161,526

当期商品仕入高 ※1  7,938,826 ※1  8,879,631

合計 8,303,268 9,041,158

他勘定振替高 ※2  100,471 ※2  97,525

商品期末たな卸高 161,526 160,061

商品売上原価 8,041,270 8,783,571

売上総利益 3,884,915 3,547,470

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 73,346 95,532

販売促進費 106,169 104,045

運賃及び荷造費 135,019 137,535

業務委託費 156,850 159,371

旅費及び交通費 138,665 134,296

役員報酬 172,152 159,000

給料及び手当 646,883 657,595

賞与 111,144 111,695

賞与引当金繰入額 107,438 108,515

退職給付費用 23,608 55,964

役員退職慰労引当金繰入額 42,548 39,620

賃借料 159,298 162,578

減価償却費 45,118 45,776

その他 525,889 528,697

販売費及び一般管理費合計 2,444,133 2,500,224

営業利益 1,440,781 1,047,246

営業外収益   

受取利息 7,173 44,552

有価証券利息 35,032 11,217

受取配当金 ※1  328,737 ※1  327,227

保険解約返戻金 287,823 －

受取地代家賃 24,179 27,778

受取事務手数料 6,857 6,857

雑収入 5,807 6,392

営業外収益合計 695,611 424,023

営業外費用   

支払利息 13,435 13,942

たな卸資産廃棄損 5,156 －

雑損失 2,581 932

営業外費用合計 21,173 14,874



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

経常利益 2,115,219 1,456,395

特別利益   

投資有価証券売却益 10,000 22

貸倒引当金戻入額 292 －

特別利益合計 10,292 22

特別損失   

固定資産売却損 － 1,004

ゴルフ会員権評価損 － 1,275

減損損失 ※3  6,021 －

その他 352 207

特別損失合計 6,373 2,486

税引前当期純利益 2,119,137 1,453,930

法人税、住民税及び事業税 805,422 480,186

法人税等調整額 △23,090 11,235

法人税等合計 782,331 491,422

当期純利益 1,336,806 962,507



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,241,250 1,241,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,241,250 1,241,250

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,378,585 10,378,585

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,378,585 10,378,585

資本剰余金合計   

前期末残高 10,378,585 10,378,585

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,378,585 10,378,585

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 45,375 45,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 45,375 45,375

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 7,800,000 8,500,000

当期変動額   

別途積立金の積立 700,000 800,000

当期変動額合計 700,000 800,000

当期末残高 8,500,000 9,300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,740,445 1,905,269

当期変動額   

別途積立金の積立 △700,000 △800,000

剰余金の配当 △471,982 △467,896

当期純利益 1,336,806 962,507

当期変動額合計 164,824 △305,388

当期末残高 1,905,269 1,599,881

利益剰余金合計   

前期末残高 9,585,820 10,450,644



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △471,982 △467,896

当期純利益 1,336,806 962,507

当期変動額合計 864,824 494,611

当期末残高 10,450,644 10,945,256

自己株式   

前期末残高 △1,010 △190,344

当期変動額   

自己株式の取得 △189,334 △88

当期変動額合計 △189,334 △88

当期末残高 △190,344 △190,433

株主資本合計   

前期末残高 21,204,645 21,880,135

当期変動額   

剰余金の配当 △471,982 △467,896

当期純利益 1,336,806 962,507

自己株式の取得 △189,334 △88

当期変動額合計 675,489 494,523

当期末残高 21,880,135 22,374,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 37,199 6,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,597 △11,917

当期変動額合計 △30,597 △11,917

当期末残高 6,602 △5,314

評価・換算差額等合計   

前期末残高 37,199 6,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,597 △11,917

当期変動額合計 △30,597 △11,917

当期末残高 6,602 △5,314



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 21,241,845 21,886,737

当期変動額   

剰余金の配当 △471,982 △467,896

当期純利益 1,336,806 962,507

自己株式の取得 △189,334 △88

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,597 △11,917

当期変動額合計 644,892 482,605

当期末残高 21,886,737 22,369,343



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記



  

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用しており

ます。 

(1）満期保有目的の債券 

        同左 

  (2）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (3）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。 

(3）その他有価証券 

時価のあるもの 

      同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

商品 

 総平均法による原価法を採用しており

ます。 

  

 総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関 

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用してお 

ります。 

 これによる損益に与える影響は軽微で

あります。  



  

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物，構築物 

 11年～47年 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物，構築物 

 11年～47年 

  機械及び装置，車両運搬具，工具、 

器具及び備品 

  ２年～10年  

車両運搬具，工具、器具及び備品 

  ２年～10年  

   （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。 

  

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に 

基づく定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 



  

  

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、賞

与支給見込額の当事業年度負担額を計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお 

ります。 

 なお、数理計算上の差異については

翌事業年度に一括して費用処理するこ

ととしています。過去勤務債務につい

ては、発生年度に一括して費用処理す

ることとしております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

       ――――――

６．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっています。 

 消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ――――――  （リース取引に関する会計基準）  

  所有権転移転外ファイナンス・リース取引については、

 従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって 

 おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会 

 計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企 

 業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及 

 び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会 

 計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会 

 計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改 

 正））を適用しております。また、リース取引開始日が 

 適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース 

 取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法 

 に準じた会計処理を適用しております。 

  なお、この変更による損益への影響はありません。  



表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

        ―――――――   (貸借対照表） 

   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規 

   則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７ 

     日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事 

     業年度において、「商品」として掲記されていたも 

     のは、当事業年度から「商品及び製品」として掲記 

   しております。  



  

   

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動負債 

※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動負債 

買掛金      1,218,046千円 買掛金      1,496,721千円

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

関係会社からの仕入高      7,627,298千円

関係会社よりの受取配当金   324,000千円

関係会社からの仕入高      8,549,211千円

関係会社よりの受取配当金 324,000千円

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費への振替高    100,471千円

計 100,471千円

販売費及び一般管理費への振替高     97,525千円

計   97,525千円

※３ 減損損失 

  当事業年度において、以下の資産グループについ 

 て減損損失を計上しました。 

          ――――――

場所 用途 種類

東京都江戸川区 社宅 建物及び土地

  

     上記の社宅については、取得から相当の期間が経

    過しており老朽化が進んでいること、改修には相当

       の費用がかかることから、売却する方針が決定した

       ため、遊休資産として認識いたしました。 

     これにより、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

       まで減額し、当該減少額6,021千円を減損損失とし 

       て計上しました。 

       なお、回収可能価額は正味売却価額により算定し

    ており、固定資産税評価額を基礎としております。

     



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加8,171株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加8,160株、単元未 

    満株式の買取による増加11株であります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加５株は、単元未満株式の買取による増加５株であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数
（株） 

当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式 (注）  36  8,171  ―  8,207

合計  36  8,171  ―  8,207

  
前事業年度末株式数
（株） 

当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式 (注）  8,207  5  －  8,212

合計  8,207  5  －  8,212



 前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

  

  

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

  
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度

（平成21年３月31日） 

繰延税金資産 （千円） （千円） 

（流動）            

未払事業税  37,542  11,439

賞与引当金繰入超過額  43,716  44,154

未払事業所税  292  292

その他  5,902  6,143

流動計  87,453  62,029

（固定）         

役員退職慰労引当金  363,402  379,523

退職給付引当金超過額  31,195  39,661

会員権評価損否認額  17,924  18,443

投資有価証券評価損否認額  16,057  9,301

一括償却資産償却超過額  758  425

 その他  8,082  7,899

固定計  437,420  455,254

繰延税金資産合計  524,873  517,284

繰延税金負債            

（固定）            

その他有価証券評価差額金  4,529  －

繰延負債合計  4,529  －

繰延税金資産の純額  520,344  517,284

流動  87,453  62,029

固定  432,890  455,254

  
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度

（平成21年３月31日） 

  （％） （％） 

法定実効税率  40.69  40.69

（調整）            

留保金課税  0.96  －

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.33  0.48

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
 △6.13  △8.94

住民税均等割  1.13  1.69

その他  △0.06  △0.12

税効果会計適用後の法人税等の負担率  36.92  33.80



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 23,388.44円

１株当たり当期純利益金額         1,422.34円

１株当たり純資産額        23,904.29円

１株当たり当期純利益金額         1,028.55円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 

 ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま 

 せん。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 

 ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま 

 せん。 

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円）  1,336,806  962,507

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,336,806  962,507

期中平均株式数（千株）  939  935

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

  ①代表取締役の異動  

   該当事項はありません。 

  ②その他の役員の異動 

   ・新任取締役候補 

    取締役営業部長西日本担当         景山 洋二（現 執行役員営業部長西日本担当） 

     取締役営業部長東日本担当         高田 和明（現 執行役員営業部長東日本担当） 

     取締役経営企画室長兼海外事業部長 栗田 宣文（現 経営企画室長兼海外事業部長） 

  ・退任予定取締役 

    常務取締役  多賀 隆（常勤監査役 就任予定） 

  ・新任監査役候補 

    （常 勤）監査役       多賀 隆 （現 常務取締役） 

    （非常勤）補欠社外監査役 大島 秀二（現 公認会計士・税理士、株式会社ニチイ学館 監査役 

                                               株式会社協和コンサルタンツ 監査役） 

  ・退任予定監査役 

    （常 勤）監査役       酒井 健吉   

    （非常勤）補欠社外監査役 山本 道男      

  ③就任予定日  

   平成21年６月26日 

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当連結会計年度及び前連結会計年度の生産実績については、単一セグメントのため製品区分別に記載しております。  

 （注）1.金額は平均販売価格によっております。 

      2.上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

 ②受注実績 

  当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 

 ③販売実績 

  当連結会計年度及び前連結会計年度の販売実績については、単一セグメントのため品目区分別に記載しております。 

 （注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。  

６．その他

区分 

  

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

増減 

  

金額（千円） 
構成比

（％）  
金額（千円） 

構成比

（％）  
金額（千円） 

増減率

（％）  

人工透析類   5,246,889  44.4  4,997,466  42.3  △249,423  △4.8

静脈留置針（麻酔）類   2,058,601  17.4  2,471,731  21.0  413,129  20.1

アンギオ類   4,520,746  38.2  4,337,009  36.7  △183,737  △4.1

合計   11,826,238  100.0  11,806,206  100.0  △20,031  △0.2

区分 

  

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

増減 

  

金額（千円） 
構成比

（％）  
金額（千円） 

構成比

（％）  
金額（千円） 

増減率

（％）  

人工透析類    5,288,206  44.3  5,401,555  43.8  113,349  2.1

静脈留置針（麻酔）類  1,963,696  16.5  2,334,904  18.9  371,208  18.9

アンギオ類    4,599,127  38.6  4,542,286  36.9  △56,841  △1.2

その他   75,156  0.6  52,294  0.4  △22,861  △30.4

合計    11,926,186  100.0  12,331,041  100.0  404,855  3.4
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